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海外大進学プロジェクト始動。
夢で未来を編む
-Weave Dreams into The Future-
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37th

Anniversary of the Foundation

東大へ79

名

奈良県の全国屈指の進学校と言えば、西大和学園中学校・高等学校。
2022年度大学入試において、東京大学に79名、京都大学に40名、
国公立大学医学部医学科にも49名進学した。

（全国5位）

生徒の夢、保護者の夢、教師の夢、西大和学園の夢、世界人類
の夢。その多様性は尊重されるべきである。夢の解釈も人それ
ぞれであるべき。自らの視座を高めれば、誰もが見とれるよう
な様々な色合いの「未来」が出現する。人間的成長EQを高め、
海外大進学のための大学受験制度を理解させ、ソフトスキル、
ハードスキル、奨学金等についての情報を提供。東大を超える
海外大進学に特化した指導を施す。調査書、SAT、英語検定
スコア（TOEFL,IELTSなど）課外活動、面接の具体的目標を
示し、目標の天井をはずし、生徒がさらに上をめざせる環境を
整備する。それが、西大和学園海外大進学Project。

青雲寮は、学園敷地内に設置されています。親元を離れ集団生活の中で、人を頼ら
ず、自らの考えと計画をもとに、自らの生活をプロデュースするという自主自立の
精神を養う事ができます。共同生活の中で友情をはぐくみ、よりよい人間形成
を目指しています。スポーツ大会やバーベキュー大会、映画鑑賞を会など、寮
生のためだけの行事も多彩。多くの人の様々な価値観に接することで、他者
を尊重し、他者と協調することを学びます。青雲寮には日課という皆で守る
べきタイムスケジュールがあります。起床・食事・入浴・学習・就寝などが規
則正しく決められ、安定した生活リズムが出来上がります。同居する寮父・
寮母と、各学年の寮担任が緊密に連携をとり、生活面・学習面のサポート
をトータル的に行います。
「中学１年生」が「親元を離れて４月から一人で暮らせる」はずがない。
多感かつ多様な成長途上の寮生たちが「仲間とぶつからずに暮らせ
る」はずがない。寮生だからこそ「失敗する」。しかし、短期的には「失敗」
見えるこれらこそが、成長の糧となり、自宅生より一足先に「大人」になれる。
マニュアルや◯◯法があふれるこの社会で、「一から自分で組み立てる」ことがで
きる楽しみがこの寮にはある。またその「失敗」にとことん付き合ってくれる教
員がこの寮にはいる。君と出会う日が待ち遠しい。
寮長・教頭 牧村繁宏

東京会場
中学入試1/8㈰
早稲田大学早稲田キャンパス22号館
中学入試1/10㈫
受験生と保護者のための
TKP札幌駅カンファレンスセンター 学校説明会（東京会場）
受験生と保護者のための
11/27㈰10:00～
学校説明会（札幌会場）
早稲田大学早稲田キャンパス22号館
11/13㈰10:00～

札幌会場

受験生と保護者のための

37年目を迎える西大和学園中学校・高等学校は、
常に現状に満足することなく、前へ前へと突き進ん
できた。多彩なアイディアが飛び出し、それを具現
化させ、「次は何をするのか。」生徒をはじめ、保護
者が、社会がワクワクしながら注目している。

学校説明会（仙台会場）
11/20㈰13:00～
東北福祉大学仙台駅東口キャンパス

東海会場
中学入試1/8㈰imy会議室
受験生と保護者のための

学校説明会（東海会場）
1986年、西大和学園は「次世代のリーダー
11/12㈯10:00～／15:00～imy会議室
になる人材を奈良から輩出したい。」
との思いで設立された。
僅か20年足らずで全国の名立たる
中学入試1/8㈰ 第一セントラルビル
進学校と名前を連ね、今や関西はおろか、
受験生と保護者のための
全国、海外からも「この学校で力を
学校説明会（岡山会場）
伸ばしたい」と志望する才能豊かな
10/29㈯10:00～ 第一セントラルビル
生徒が増えている。

岡山会場

広島会場

受験生と保護者のための

西大和学園中学校
学校説明会

学校説明会（高松会場）
中学入試1/8㈰
10/30㈰10:00～高松センタービル
広島YMCA国際文化センター本館
大ホール
受験生と保護者のための

学校説明会（広島会場）
10/8㈯10:00～広島YMCA国際文化センター本館

福岡会場

そして、この学校には“難関大学をめざす進学校”と
表現するだけでは惜しい独自の学びがある。創立当
初から、国際理解教育、学校行事、体験学習が多彩
で生徒たちがイキイキと取り組んできたのが西大和
学園の何よりの特徴だ。その延長線上に2002年の
スーパーサイエンスハイスクールの指定、2014年の
スーパーグローバルハイスクールの指定があった。

激変する未来社会に対応する
アントレプレナーシップ、
イノベーション
創発人材を育てる環境が
出来上がった。

中学入試1/8㈰
アクロス福岡7F大会議室
受験生と保護者のための

学校説明会（福岡会場）
10/22㈯10:00～
アクロス福岡7F大会議室

次を見据え、新しい改革も打ち出す。
「海外大進学Project」
「各界のフロントランナーとの
ワークショップ」が
本格的に始動。

沖縄会場新設！

1/10㊋

沖縄県市町村自治会館
大きなことから
細部まで変化をとめず、
ただ前進するのみ
という校風

その校風が、成長意欲の
高い生徒たちによって本物の
「次代のグローバル
リーダー育成」を確立させ、
不動のものにする。

次代を担うリーダーを
育成するために。

全国から青雲寮へ、
青雲寮から東大へ。

西大和学園中学校中学入試及び
学校説明会日程決まる。

TKP札幌駅カンファレンスセンター

℡．0745－73－6565

受験生と保護者のための

（東京会場）

11/24㈭
18:30～20:00

11/25㈮
10:00～11:30
コングレスクエア日本橋
2階ホールB
東京会場で受験を希望する児童と保護者対象。西大和
学園について詳しく説明します。また、青雲寮（男子
寮）の紹介、東京会場の試験概要、入試当日について
説明します。

令和5年度（2023年度）西大和学園中学校 生徒募集要項
1.
2.
3.

募集定員 男子約180名 女子約40名
出願資格 2023年3月小学校卒業見込みの者。もしくは、これに準ずる学校に在籍し、日本の学齢で小学校6年生に該当する者。
東京・東海・岡山・福岡・広島・札幌会場は、奈良県・大阪府・兵庫県・京都府・和歌山県・滋賀県に住所を有しない者。
試験日等
№

会場

試験会場

試験日

①

東京

早稲田大学早稲田キャンパス 22 号館

②

東海

imy 会議室

③

岡山

第一セントラルビル 1 号館

④

福岡

アクロス福岡

⑤

広島

⑥

試験開始時間

合格発表

出願期間

受験料

複数会場受験

25,000 円

2 会場 35,000 円

25,000 円

⑦と⑧の場合は 40,000 円

25,000 円

3 会場 45,000 円

25,000 円

⑦と⑧の両会場とも含む

広島ＹＭＣＡ国際文化センター本館

25,000 円

場合は 50,000 円

札幌

TKP 札幌駅カンファレンスセンター

25,000 円

4 会場 55,000 円

⑦

沖縄

沖縄県市町村自治会館

25,000 円

⑦と⑧の両会場とも含む

⑧

21 世紀型特色入試

王寺町やわらぎ会館

1/14㈯

16:00

1/16㈪

20,000 円

場合は 60,000 円

⑨

西大和学園

西大和学園中学校・高等学校

1/15㈰

15:00

1/16㈪

1/8㈰

1/11㈬
10:00

12/5㈪～12/22㈭

1/10㈫

1/13㈮

12/5㈪～1/4㈬

20,000 円

＊①～⑤の不合格者で、⑧⑨の受験を希望する場合は1/12㈭の18:00までに、また、 ⑥⑦の不合格者で⑨の受験を希望する場合は1/14㈯の
18:00までに本校ホームページより手続を行ってください。（別途受験料が必要です。）
＊いずれかの会場で合格した場合、以降の受験はできません。受験料は返還しません。

入学試験

2023年度 受験生と保護者のための

学 校 説 明 会

(1) 4 科・3 科（本校）
教 科
4 科受験

国語（60 分） 算数（60 分） 理科（40 分） 社会（40 分）
150 点

150 点

100 点

150 点

150 点

西大和学園中学校

500 点満点

11/13㈰ 10:00～11:30
TKP札幌駅カンファレンスセンター

総合点

11/20㈰ 13:00～14:30
東北福祉大学仙台駅東口キャンパス

100 点

4 教科合計と国語・算数・理科の 4/5 倍の高いほうを総合点とします。

3 科受験

総合点

100 点

札幌会場

(2) 4 科（東京・東海・岡山・福岡・広島・札幌会場）
教 科
4 科受験

国語（60 分） 算数（60 分） 理科（40 分） 社会（40 分）
150 点

150 点

100 点

100 点

500 点満点

仙台会場

(3) 3 科（岡山会場）
教 科
3 科受験

国語（60 分） 算数（60 分） 理科（40 分）
200 点

200 点

100 点

東京会場

総合点

11/27㈰
10:00～11:30
定員に達しました。
早稲田大学早稲田キャンパス22号館

500 点満点

(4) 帰国生入試（東京会場・本校）
教科
配点

算数（60 分） 英語（筆記試験）（40 分） 英語（エッセイ）（30 分）
100 点

100 点

面接（英語）

70 点

総合点

30 点

300 点満点

＊保護者の海外在留に伴って、外国で教育を受け、海外在留期間が 1 年以上の者
＊「海外在留証明書」の提出が必要です。
＊算数は、4 科・3 科入試の問題と異なります。

配点

国語（60 分） 算数（60 分） 英語（筆記試験）（40 分） 英語（エッセイ）（30 分）
150 点

150 点

100 点

面接（英語）

70 点

30 点

総合点

配点

国語（60 分） 算数（60 分） 面接（日本語）
150 点

150 点

17:20~

10/29㈯ 10:00～11:30
第一セントラルビル

高松会場
10/30㈰ 10:00～11:30
高松センタービル

(6) 英語重視型 B（東京・東海・岡山・福岡・広島・札幌会場及び本校）

試験時間

imy会議室

500 点満点

＊算数は、4 科・3 科入試の問題と異なります。

教科

10:00～11:30／15:00～16:30
定員に達しました。

岡山会場

(5) 英語重視型 A（東京会場・本校）
教科

東海会場
11/12㈯

総合点

広島会場

国語・算数の合計得点に、英検取得級により得点を加算します。

10/8㈯ 10:00～11:30
終了しました
広島YMCA国際文化センター本館

2 級：50 点 準 1 級：75 点 1 級：100 点

＊算数は、4 科・3 科入試の問題と異なります。

福岡会場

(7) 外国人のための入学試験（東京会場・本校）
教科
配点

算数（60 分） 英語（筆記試験）（40 分） 英語（エッセイ）（30 分）
100 点

100 点

70 点

面接（英語）
30 点

総合点
300 点満点

10/22㈯ 10:00～11:30
アクロス福岡
西大和学園中学校・高等学校では、
10/1・10/2・10/9・10/10・10/16・11/5に
「受験生と保護者のための入試説明会」を予定しています。
詳しくはホームページをご覧ください。

＊外国籍を有する者で、日本の学齢で小学校 6 年生に該当する者
＊日本の教育制度に基づく小学校の在籍期間が１年未満の者
＊日常的に使われる日本語が理解できる。（日本語能力試験 N2 以上に相当する力）
＊算数は、4 科・3 科入試の問題と異なります。

申し込みはコチラ

次代を担うリーダーを育成するために。

〒636-0082

奈良県河合町薬井295

℡0745-73-6565

http://nishiyamato.ed.jp

にしやまとくらぶ

